
Some buses have been cancelled due to the new coronavirus.

淡路・白浜・有馬温泉・神戸三田プレミアムアウトレット・城崎温泉　Awaji/Shirahama/Arima-Onsen/Kobe Sanda Premium Outlet/Kinosaki-Onsen

大阪・神戸⇔ニジゲンノモリ・洲本　Osaka/Kobe⇔NIJIGENNOMORI/Sumoto

※共同運行会社　：　西日本JRバス（西日本）、本四海峡バス（本四）

便名Bus 会社 始発
Departure

発車時刻
Time

運行
Status

備考
Note

便名Bus 会社 始発
Departure

発車時刻
Time

運行
Status

備考
Note

かけはし702号■ 本四 洲本 6:10 ○ かけはし401号■ 西日本 新神戸 6:05 ○

かけはし4号 本四 洲本 6:25 ○ かけはし403号■ 西日本 新神戸 6:30 ○

かけはし706号■ 本四 洲本 6:40 ○ かけはし405号■ 本四 新神戸 6:40 ○

かけはし8号 西日本 洲本 6:50 ○ かけはし307号 西日本 新神戸 6:50 ○

かけはし710号■ 本四 洲本 7:05 ○ かけはし409号■ 本四 新神戸 7:05 ○

かけはし612号 本四 洲本 7:15 ○ かけはし11号 西日本 新神戸 7:30 ○

かけはし14号 本四 洲本 7:30 ○ かけはし13号 本四 新神戸 8:25 ○

かけはし616号 本四 洲本 8:00 ○ かけはしニジゲンノモリ101号 西日本 神戸空港 8:25 ○

かけはし18号 ＊1 洲本 8:30 ○ かけはしニジゲンノモリ151号 西日本 湊町BT 8:10 ○

かけはし20号 西日本 洲本 9:30 ○ かけはし15号 本四 新神戸 9:50 ○

ニジゲンノモリ洲本温泉2号 本四 洲本温泉 9:27 ○ かけはしニジゲンノモリ103号 本四 神戸空港 9:40 ○

かけはし622号 ＊1 洲本 9:55 ○ かけはしニジゲンノモリ153号 西日本 湊町BT 9:30 ○

かけはし洲本温泉24号 本四 洲本温泉 10:07 ○ かけはし17号 本四 新神戸 10:50 ○

かけはし26号 西日本 洲本 11:30 ○ かけはし619号 本四 新神戸 11:50 ○

かけはし28号 本四 洲本 12:30 ○ かけはし21号 西日本 新神戸 12:50 ○

かけはし830号▲ 本四 洲本 13:15 ○ かけはし洲本温泉23号 西日本 神戸空港 13:20 ○

かけはし32号 本四 洲本 13:30 ○ ニジゲンノモリ洲本温泉1号 本四 大阪駅 14:00 ○

かけはし34号 本四 洲本 14:30 ○ かけはし725号■ 本四 新神戸 14:20 ○

かけはしニジゲンノモリ154号 西日本 洲本 14:40 ○ かけはし227号▲ 本四 新神戸 14:50 ○

かけはしニジゲンノモリ102号 本四 洲本 15:15 ○ かけはし729号■ 西日本 新神戸 15:05 ○

かけはし36号 西日本 洲本 15:30 ○ かけはし831号▲ 本四 新神戸 15:35 ○

かけはしニジゲンノモリ156号 西日本 洲本 15:50 ○ かけはし33号 本四 新神戸 16:00 ○

かけはし38号 本四 洲本 16:30 ○ かけはし735号■ 本四 新神戸 16:35 ○

かけはしニジゲンノモリ104号 西日本 洲本 16:50 ○ かけはし37号 ＊2 新神戸 16:50 ○

かけはし40号 西日本 洲本 17:30 ○ かけはし639号 本四 新神戸 17:20 ○

かけはし442号■ 本四 洲本 17:40 ○ かけはし41号 本四 新神戸 17:50 ○

かけはし444号■ 西日本 洲本 18:00 ○ かけはし743号■ 西日本 新神戸 18:25 ○

かけはし844号▲ 本四 洲本 18:00 ○ かけはし45号 ＊2 新神戸 18:50 ○

かけはし346号■ 本四 洲本 18:30 ○ かけはし47号 本四 新神戸 19:50 ○

かけはし446号▲ 本四 洲本 18:30 ○ かけはし849号▲ 本四 新神戸 20:20 ○

かけはし448号■ 本四 洲本 18:50 ○ かけはし51号 本四 新神戸 20:50 ○

かけはし450号■ 本四 洲本 19:30 ○ かけはし653号 本四 新神戸 21:30 ○

かけはし850号▲ 西日本 洲本 19:30 ○ かけはし655号 本四 新神戸 22:45 ○

かけはし452号■ 本四 洲本 20:00 ○

＊1：平日=西日本JRバス、土休日=本四海峡バスが運行いたします。

＊2：平日=本四海峡バス、土休日=西日本JRバスが運行いたします。

■＝平日運行、　▲＝土休日運行

洲本方面　For Sumoto（下り）

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う運行状況一覧

■昼行便　Daytime

大阪・神戸方面　For Osaka/Kobe（上り）



神戸⇔淡路夢舞台・東浦　Kobe⇔Awaji Yumebutai/Higashiura

■昼行便　Daytime ※共同運行会社　：　西日本JRバス（西日本）、本四海峡バス（本四）

便名Bus 会社 始発
Departure

発車時刻
Time

運行
Status

備考
Note

便名Bus 会社 始発
Departure

発車時刻
Time

運行
Status

備考
Note

大磯302号■ 本四 東浦BT 5:50 ○ 大磯301号■ 本四 高速舞子 6:30 ○

大磯204号▲ 本四 東浦BT 6:05 ○ 大磯203号▲ 本四 新神戸駅 6:05 ○

大磯106号■ 本四 東浦BT 6:25 ○ 大磯105号■ 本四 新神戸駅 6:45 ○

大磯108号■ 本四 東浦BT 6:50 ○ 大磯7号 西日本 新神戸駅 7:15 ○

大磯10号 本四 東浦BT 7:05 ○ 大磯9号 本四 新神戸駅 7:45 ○

大磯112号■ 本四 東浦BT 7:20 ○ 大磯11号 本四 新神戸駅 8:15 ○

大磯14号 本四 東浦BT 7:25 ○ 大磯13号 本四 新神戸駅 8:40 ○

大磯116号■ 本四 東浦BT 7:45 ○ 大磯15号 本四 新神戸駅 9:15 ○

大磯218号▲ 本四 東浦BT 8:05 ○ 大磯217号▲ 本四 新神戸駅 9:45 ○

大磯120号■ 本四 東浦BT 8:10 ○ 大磯19号 本四 新神戸駅 10:15 ○

大磯22号 西日本 東浦BT 8:45 ○ 大磯221号▲ 本四 新神戸駅 10:45 ○

大磯24号 本四 東浦BT 9:05 ○ 大磯23号 西日本 新神戸駅 11:20 ○

大磯226号▲ 本四 東浦BT 9:20 ○ 大磯25号 西日本 新神戸駅 12:15 ○

大磯28号■ 本四 東浦BT 9:25 ○ 大磯27号 本四 新神戸駅 13:15 ○

大磯230号▲ 本四 東浦BT 9:35 ○ 大磯29号 ＊2 新神戸駅 14:15 ○

大磯32号■ 本四 東浦BT 9:45 ○ 大磯331号 本四 高速舞子 15:45 ○

大磯34号 本四 東浦BT 10:05 ○ 大磯33号 ＊1 新神戸駅 15:15 ○

大磯236号▲ 本四 東浦BT 10:25 ○ 大磯35号 本四 新神戸駅 15:40 ○

大磯38号■ 本四 東浦BT 10:35 ○ 大磯37号 本四 新神戸駅 16:05 ○

大磯240号▲ 本四 東浦BT 10:45 ○ 大磯39号 本四 新神戸駅 16:45 ○

大磯42号 本四 東浦BT 11:05 ○ 大磯41号 本四 新神戸駅 17:15 ○

大磯44号 本四 東浦BT 11:35 ○ 大磯243号▲ 本四 新神戸駅 17:35 ○

大磯46号 西日本 東浦BT 12:40 ○ 大磯45号 本四 新神戸駅 17:45 ○

大磯48号 西日本 東浦BT 13:35 ○ 大磯47号 本四 新神戸駅 18:15 ○

大磯50号 本四 東浦BT 14:10 ○ 大磯49号 本四 新神戸駅 18:45 ○

大磯52号 本四 東浦BT 14:35 ○ 大磯51号 本四 新神戸駅 19:15 ○

大磯54号 本四 東浦BT 15:05 ○ 大磯53号 本四 新神戸駅 19:45 ○

大磯56号 ＊2 東浦BT 15:35 ○ 大磯55号 西日本 新神戸駅 20:15 ○

大磯58号 本四 東浦BT 16:05 ○ 大磯57号 西日本 新神戸駅 20:45 ○

大磯60号 ＊1 東浦BT 16:35 ○ 大磯59号 本四 新神戸駅 21:35 ○

大磯262号▲ 本四 東浦BT 17:05 ○ 大磯61号 本四 新神戸駅 22:45 ○

大磯164号■ 西日本 東浦BT 17:25 ○

大磯266号▲ 本四 東浦BT 17:35 ○

大磯68号 ＊1 東浦BT 18:05 ○

大磯370号■ 本四 東浦BT 18:35 ○

大磯72号 本四 東浦BT 19:05 ○

大磯74号 本四 東浦BT 20:05 ○

大磯76号 本四 東浦BT 21:05 ○

大磯78号 西日本 東浦BT 21:45 ○

大磯80号 西日本 東浦BT 22:25 ○

＊1：平日=西日本JRバス、土休日=本四海峡バスが運行いたします。

＊2：平日=本四海峡バス、土休日=西日本JRバスが運行いたします。

■＝平日運行、　▲＝土休日運行

神戸方面　For Kobe（上り） 東浦方面　For Higashiura（下り）



※共同運行会社　：　西日本ジェイアールバス（西日本）、明光バス（明光）

便名Bus 会社 始発
Departure

発車時刻
Time

運行
Status

備考
Note

便名Bus 会社 始発
Departure

発車時刻
Time

運行
Status

備考
Note

白浜EXP大阪2号 明光 白浜空港 6:05 ○ パンダ白浜EXP183号＊ 明光 大阪駅 7:30 × 運休中

白浜EXP大阪4号 明光 白浜空港 7:15 ○ 白浜EXP大阪1号 西日本 大阪駅 7:50 ○

白浜EXP大阪6号 明光 AVW 8:39 ○ 白浜EXP大阪3号 西日本 大阪駅 8:50 ○

白浜EXP大阪8号 明光 AVW 10:39 ○ 白浜EXP大阪105号■ 西日本 大阪駅 9:50 ▲ 8/1～8/31運休

白浜EXP大阪10号 明光 AVW 12:09 ○ 白浜EXP大阪305号▲ 西日本 大阪駅 9:50 ○ 8/1～8/31の間毎日運行

白浜EXP大阪114号■ 西日本 AVW 14:09 ▲ 8/1～8/31運休 白浜EXP大阪107号■ 西日本 大阪駅 11:20 ▲ 8/1～8/31運休

白浜EXP大阪314号▲ 西日本 AVW 14:09 ○ 8/1～8/31の間毎日運行 白浜EXP大阪307号▲ 西日本 大阪駅 11:20 ○ 8/1～8/31の間毎日運行

パンダ白浜EXP86号＊ 明光 エクシブ 14:32 × 運休中 白浜EXP大阪11号 明光 大阪駅 13:50 ○

白浜EXP大阪116号■ 西日本 AVW 15:49 ▲ 8/1～8/31運休 白浜EXP大阪13号 明光 大阪駅 15:50 ○

白浜EXP大阪316号▲ 西日本 AVW 15:49 ○ 8/1～8/31の間毎日運行 白浜EXP大阪15号 明光 大阪駅 17:20 ○

白浜EXP大阪18号 西日本 AVW 17:09 ○ 白浜EXP大阪17号 明光 USJ 17:40 ○

白浜EXP大阪20号 西日本 AVW 18:04 ○ 白浜EXP大阪19号 明光 USJ 18:45 ○

■＝平日運行、　▲＝土休日運行、　＊＝多客期のみ運行

神戸・大阪⇔有馬温泉　Kobe/Osaka/Kyoto⇔Arima-Onsen

※共同運行会社　：　西日本JRバス（西日本）、本四海峡バス（本四）

便名Bus 会社 始発
Departure

発車時刻
Time

運行
Status

備考
Note

便名Bus 会社 始発
Departure

発車時刻
Time

運行
Status

備考
Note

有馬EXP1号 西日本 新神戸 8:35 ○ 有馬EXP2号 西日本 有馬 9:35 × 当面の間運休

有馬EXP103号 西日本 大阪駅 8:50 × 4/4～当面の間運休 有馬EXP4号 西日本 有馬 9:55 ○

有馬EXP5号 西日本 新神戸 9:35 ○ 有馬EXP106号 西日本 有馬 10:45 × 4/4～当面の間運休

有馬EXP7号 本四 新神戸 9:50 ○ 有馬EXP8号 西日本 有馬 10:55 ○

有馬EXP309号▲ 西日本 新神戸 11:55 ○ 有馬EXP10号 本四 有馬 11:15 ○

有馬EXP11号 本四 新神戸 12:20 ○ 有馬EXP312号▲ 西日本 有馬 11:50 ○

有馬EXP313号▲ 西日本 新神戸 13:05 ○ 有馬EXP14号 本四 有馬 13:35 ○

有馬EXP15号 西日本 新神戸 13:40 ○ 有馬EXP316号▲ 西日本 有馬 14:40 ○

有馬EXP117号 西日本 湊町BT 13:10 × 4/4～当面の間運休 有馬EXP18号 西日本 有馬 15:05 ○

有馬EXP19号 西日本 新神戸 14:25 ○ 有馬EXP120号 西日本 有馬 15:40 × 4/4～当面の間運休

有馬EXP121号 西日本 大阪駅 14:30 × 4/4～当面の間運休 有馬EXP22号 西日本 有馬 16:05 ○

▲＝土休日のみ運行 有馬EXP124号 西日本 有馬 16:50 × 4/4～当面の間運休

大阪⇔神戸三田プレミアム・アウトレット　Osaka⇔Kobe Sanda Premium Outlet

※共同運行会社　：　西日本JRバス（西日本）

便名Bus 会社 始発
Departure

発車時刻
Time

運行
Status

備考
Note

便名Bus 会社 始発
Departure

発車時刻
Time

運行
Status

備考
Note

神戸三田ﾌﾟﾚﾐｱﾑｱｳﾄﾚｯﾄ102号 西日本 三田 16:10 × 4/4～当面の間運休 神戸三田ﾌﾟﾚﾐｱﾑｱｳﾄﾚｯﾄ101号 西日本 大阪駅 10:00 × 4/4～当面の間運休

京都⇔城崎温泉　Kyoto⇔Kinosaki-Onsen

※共同運行会社　：　西日本JRバス（西日本）、全但バス（全但）

便名Bus 会社 始発
Departure

発車時刻
Time

運行
Status

備考
Note

便名Bus 会社 始発
Departure

発車時刻
Time

運行
Status

備考
Note

城崎温泉EXP京都2号 全但 城崎温泉 11:30 × 運休中 城崎温泉EXP京都1号 西日本 京都駅 11:10 × 運休中

城崎温泉EXP京都4号 西日本 城崎温泉 17:10 × 運休中 城崎温泉EXP京都3号 全但 京都駅 17:40 × 運休中

京都⇔舞鶴
運行状況については運行会社（京都交通）のホームページにてご確認ください

http://www.kyotokotsu.jp/

大阪市内観光（OSAKA SKY VISTA）
運行状況については運行会社（近鉄バス）のホームページにてご確認ください

https://www.kintetsu-bus.co.jp/skyvista/

白浜方面　For Shirahama（下り）

神戸・大阪方面　For Kobe/Osaka（下り）

アウトレット方面　For Kobe Sanda Puremium Outlet（下り）

城崎温泉方面　For Kinosaki-Onsen（下り）京都方面　For Kinosaki-Onsen（上り）

大阪⇔白浜　Osaka⇔Shirahama

■昼行便　Dayｔｉｍｅ

大阪方面　For Osaka（上り）

大阪方面　For Osaka（上り）

有馬温泉方面　For Arima-Onsen（上り）

■昼行便　Dayｔｉｍｅ

■昼行便　Dayｔｉｍｅ

■昼行便　Dayｔｉｍｅ


